No.

指定事業所番号 1811200052

福井銀行

365

ファミリー
マート

日野川

南越前町 関ヶ鼻 13-11-1
TEL 0778-47-3335

前進主義 武生事業所（A 型・B 型）

.

.

あなたの会社の応援団

赤い郵便ポストが目印！

FAX 0778-47-3353

.

南条サービスエリア

〒919-0211 福井県 南条郡

Date.

南越前町役場

南条駅

前進主義 南条事業所（A 型）

デザイン ・ ものづくり ・ バックオフィス

至福井

指定事業所番号 1811200052
〒915-0816 福井県 越前市

吉野家
ファミリー
マート

小松２丁目 15 -10
TEL 0778-43-5586

シピィ

FAX 0778-47-3353

旧８号線

前進主義ふくい（A 型）

サークルK

明里橋通り

指定事業所番号 1810102416

アスピカホール

みつわ
福井アカデミア
ホテル

〒910-0034 福井県 福井市

ゲンキー
松本通り

菅谷 1 丁目 5-21

みづこし
こども園

福井工大

TEL 0776-26-3335

さくら通り

バロー
岩本屋

FAX 0776-26-3334

前進主義ふくい 移行支援
みつわ

福井アカデミア
ホテル

〒910-0034 福井県 福井市
菅谷 1 丁目 5-16
TEL 0776-97-9003
FAX 0776-97-9013

サークルK

全力でバックアップします！

明里橋通り

指定事業所番号 1810102531

アスピカホール

デザイン ・ ものづくり ・ バックオフィス
３つの力で地域の企業様を

ゲンキー
松本通り

みづこし
こども園

福井工大
さくら通り

バロー
岩本屋

企業案内

Employment

障害者雇用

障害者の雇用をご検討の企業様へ
弊社には一般就労を目指している障害者の方が多数在籍しており、 日々業務を通して訓練
に励んでいます。もしご希望であれば、御社に実習として業務に行くことも可能です。
そして正式に雇用して頂いた場合は、 継続的に職場に定着できるように支援致します
ので、心配はご無用です。

前進主義で
出来るコト

イコール

無限

前進主義では、デザイン・ものづくり・バックオフィス・
請負業務など、あらゆる分野のプロフェッショナルが在籍

障害者トライアル雇用制度について
障害者トライアル雇用制度は、障害者の雇用を検討する上で申請することをおすすめしたい
制度の一つです。障害者トライアル雇用とは、障害者の方を3ヶ月間〜6ヶ月間、試行雇用
をすることで、雇用主の方が適性や能力を見極め、雇用のミスマッチの防止や、常用雇用

しております。

へのきっかけになることを目的としています。また、弊社において、障害者の方が継続して

御社でお困りの事、まずは当社にご相談ください！

働けるように支援させて頂きながら、この制度を活用して頂くことも可能です。

当社では障害があるからといって、仕事のクオリティを
下げることはしておりません。
例えばこの冊子は、原稿から写真撮影、デザイン・校正・
印刷まで、すべて当社の利用者さんが行いました。

トライアル雇用開始

継続雇用契約締結

試行雇用期間（原則３ヶ月）

求人提出
２週間

実施計画書の提出期間

継続雇用
2ヶ月
支給申請期間

かならず御社のお役に立てると確信しております。

定着支援について
定着支援とは、就職した障害者の方が、安定して職場に定着できるように支援する制度です。
実際に障害者を雇用してみると、健常者の雇用とは違った悩みが出てくることがあります。
例えば、「仕事でミスが多い」
「体調管理ができず、遅刻や欠勤が多い」
「上司や同僚とうまく
コミュニケーションが取れない」等々。こういった時、弊社の支援員が障害者と雇用主の間
に入ってアドバイスを行います。具体的には、面談を定期的に行い、どんな課題があるのか
把握します。必要に応じて、医療機関や福祉機関と連携し問題の解決を図ります。

アンケート集計

前進主義で出来るコト

アンケートのデータ入力と出力を行います。入力

なたの会社のお手伝いをさせてください
あ
に
！
私達

データのチェックには万全を期し、無効回答について
も適宜処理します。また、出力については単純集計・
クロス集計を行い、必要に応じてグラフ作成などを
行ないます。

ホームページ制作から
デザイン

ノベルティ制作、

その他オフィス事務

各種印刷物のデザインまで！

試作開発ならお任せください！

様々な書類の作成から封筒折り、各種データ入力、

煩雑な事務作業は
弊社へ！

プレゼンテーション資料の作成など、オフィス事務に
関する事ならなんでも承ります。御社でお困りの事

ものづくり

まずはご相談ください。可能な限りお手伝いさせて

バックオフィス

頂きます。

Outsourcing

前進主義では、デザイン・ものづくり・バックオフィスの 3 つの事業を柱に

請負業務

シール貼り ・ 袋詰めなどの軽作業

地域の企業様を総合的にサポートしています。
時間単価800円〜

各事業の業務の一例

シール貼りや袋詰めなどの軽作業のお仕事承ります。
検品は必ず職員の指導のもと行いますので、ご安心
ください。
御社に出張して作業（職員同伴）をさせて頂くことも
可能ですので、
まずは一度お問い合わせください。

デザイン

ものづくり

バックオフィス

■ ホームページ制作

■ ノベルティ制作

■ テープ起こし

■ 印刷物のデザイン・製造

■ 3D データ作成

■ アンケート集計

■ 似顔絵・イラスト作成

■ 試作開発

■ 封筒折り・紙折り

■ 写真撮影・画像加工

■ 工作設備貸出し

■ 文書作成

実績
N社

製品のシール貼り・梱包

T社

野菜・果物の袋詰め
（出張作業）

この他にもシール貼りや袋詰めなどの軽作業の請負業務や、企業様へ障害者雇用の
ご提案なども行なっています。

Zenshin le
For examp

例えばこんな事
できます！

Manufacturing
ノベルティ制作

ものづくり

レーザー加工・UVプリント 1点200円〜

記念品や贈答品に最適な 名入れ商品の制作承ります。
一品物から100個以上の制作まで幅広いニーズにお応
えいたします。当社では名入れ商品の製造に最適なUV

Design

デザイン

ホームページ制作

制作費150,000円〜（サーバー、
ドメイン料別）

Web業界最新技術のWordPressやJQueryを使った
ホームページ制作に対応しています。
また、近年話題となっているSEO対策（検索エンジン
最適化）
や、
スマートフォン・タブレットなど、閲覧環境に
依存しないページ作りを行なっています。

似顔絵 ・ イラスト

似顔絵・イラスト作成 2,000円〜 キャラクターデザイン 15,000円〜

似顔絵や挿絵、手書きイラスト、キャラクター作成を
Illustrator、Photoshopなどのデジタルソフトや、

プリンターやレーザーカッターを保有しております。
また、企画・デザインの段階からのご相談も承ります。

試作開発
当社では、3Dプリンタやレーザーカッターなどの様々
な工作機械を取り揃えております。機械だけでなく、
マシンオペレーター、3Dオペレーター、デザイナー
など様々なプロフェッショナルが在籍していますので
お客様のご要望に応じたものづくりをご提供致します。
また当社では、
地域のものづくり産業応援の一環として、
工作設備を有償にて開放しております。
お客様で必要な材料やデータをご用意して頂き、当社の工作機械を自由にお使い頂けます。

色鉛筆や絵具などのアナログ画材を使用しイラスト
制作を行なっています。お客様のご要望に沿った、多様
なテイストのイラストをご提供致します。

印刷物デザイン

デザイン 1ページ 9000円〜 名刺 2,200円〜

名刺やチラシ、パンフレットなどオーソドックスな
印刷物から、車のステッカーやノベルティの名入れ
など特殊印刷にも対応しています。当社ではデザイ
ナーが多数在籍しており、印刷業務だけでなく各種
デザイン業務も承っております。

Back Office

バックオフィス

テープ起こし

1分1５0円〜

音声データを文字に起こす テープ起こしを承ります。
起こし方は素起こし・ケバ取り・整文どれでも対応でき
ます。ダブルチェックを標準としているため品質も安心
です。一般的な会議はもちろん、長時間の講演会や
セミナー、
インタビューなど、内容は問いません。

次のページへ続きます

